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変毒為薬（へんどくいやく）ー＞毒を変えて薬と為す

• 仏教の教え
• 「毒」と「薬」は背中あわせであり、一歩間違えると
「薬」も「毒」となるが 裏を返せば「毒」も「薬」に変「薬」も「毒」となるが，裏を返せば「毒」も「薬」に変
え得ることを意味する。

• 毒きのこの「毒」を以って「薬」と為す．
（例）下痢をする毒ー＞便秘の薬？（例）下痢をする毒 ＞便秘の薬？



日本のきのこの種類 (http://www.kinokkusu.co.jp/)

推定生息数 5,000 ー 6,000種
知種 約 種既知種 約2,000種

食用きのこ（既知種） 約200種食用きのこ（既知種） 約200種
よく食べられるきのこ 約70種程度
毒きのこの種数 200以上毒きのこの種数 200以上
不明な既知種（食不適を含む） 約1,600種不明な既知種（食不適を含む） 約 , 種
未知種 3,000 - 4,000種

「きのこ」は，未知の未利用資源の宝庫である．



財団法人日本中毒情報センター
http://www.j-poison-ic.or.jp/既知の毒きのこの中毒症状による分類

１．胃腸障害を引き起こすきのこ
ツキヨタケ、イッポンシメジ、クサウラベニタケ、カキシメジ、ニガク
リタケなど

２．肝障害を引き起こす猛毒のきのこ（アマニタトキシン群）
タマゴテングタケ、ドクツルタケ、コタマゴテングタケなど

３．めまいや痙攣を引き起こすきのこ（イボテン酸群）
テングタケ、ベニテングタケ、イボテングタケなどテングタケ、ベニテングタケ、イボテングタケなど

４．酒を飲む前後に食べると中毒を引き起こすきのこ（コプリン群）
ヒトヨタケ ホテイシメジなどヒトヨタケ、ホテイシメジなど

５．手足の先が腫れ、激痛が1ヶ月以上続くきのこ
ドクササコドクササコ

６．幻覚症状を引き起こすきのこ（シロシビン群）
オオ ビ タケ カゲ ビ タケなどオオシビレタケ、ヒカゲシビレタケなど



きのこの毒 （奥沢ら著，毒きのこ今昔，2004年，思文閣出版）

A：アマニタトキシン（Amanita toxin）類

B：ファシクロール（Fasciculole）類

C：トリコテセン（Trichothecene）類

D：ルスフェリン,ルスフェロール類

E 未知物質E：未知物質

F：ジロミトリン（Gyromitrin）類

G：オレラニン（O ll i ）類G：オレラニン（Orellanin）類

H：パラキス（Raxilus）中毒

I：シロシビン（Psilocybin）類I：シロシビン（Psilocybin）類

J：ムスカリン、ムッシモール類

K：クリチジン アクロメリン酸類K：クリチジン、アクロメリン酸類

L：イルジールM＆S類

M：未知物質の多いきのこ中毒の中で疑われる毒成分M 未知物質の多いきのこ中毒の中で疑われる毒成分

N：コプリン（Coprine）類
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きのこの「毒」について

• 生で食えばみんな毒⇒要加熱調理（ツクリタケ以外）

• 主な既知の毒成分は25種

⇒毒きのこは200種以上⇒毒きのこは200種以上

⇒未知種も3,000種以上

⇒新規物質の可能性

• 動物実験の難しさ• 動物実験の難しさ

⇒実験動物では，ヒトの症状が再
現できないことがある

⇒過去のデータの再検証
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⇒過去のデ タの再検証



人工栽培の必要性2

• 材料の供給⇒自然界からの採集

⇒いつ どこに発生？（不安定）⇒いつ，どこに発生？（不安定）

• きのこの毒は，子実体にある．

⇒菌糸体では生産されないことが多い

⇒保存菌株は菌糸体⇒保存菌株は菌糸体

• 野生きのこの質の問題

⇒毒をもたない毒きのこ

毒の生産は環境に依存？⇒毒の生産は環境に依存？

• 栽培化は一部のきのこのみ
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栽培化 部 き み

⇒種苗登録数：32品種（一部特許）



きのこは子実体でなくては意味がない！

鳥取大学農学部附属 菌類きのこ遺伝資源研究センター
きのこ遺伝資源1,000種10,000株の保有きのこ遺伝資源1,000種10,000株の保有

菌
糸糸
体

人工栽培技術開発
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野生きのこの採集

（毒）カキシメジ

（食）ハタケシメジ（食）ハタケシメジ

（食）タマゴタケ （毒）ベニテングタケ



組織分離 子実体











組織分離した菌糸体





液体窒素−196℃



菌床栽培



原木栽培



原木栽培

堆肥栽培堆肥栽培



菌根菌感染苗木等を用いた露地栽培



毒きのこの研究毒きのこの研究

～ツキヨタケを例にして～



キ タケ（野性）ツキヨタケ（野性）



イルジンS （長沢栄史監修, 日本の毒きのこ，2003年，永岡書店）

• 日本では中毒事故の多いツキヨタケの毒成分
• 別名：ルナマイシン，ランプテロール，イルジンS別名：ルナマイシン，ランプテロ ル，イルジンS
• 他のきのこ：アメリカの発光キノコClitocybe illudens
マウスに対して致死作用を示す• マウスに対して致死作用を示す。

• 癌細胞に対して細胞毒性を示すことから、抗癌剤として期待
されたが、正常細胞に対しての毒性も強いため薬にはならな

かった．
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菌床栽培

ツキヨタケ



人工栽培の必要性

表. ツキヨタケ菌糸体または子実体凍結乾燥物 1.0 g 中のイルジンS含量

組織 由来 イルジンS含量 (mg/g)
子実体 野生（鳥取県大山町） 1 078

表. ツキヨタケ菌糸体または子実体凍結乾燥物 1.0 g 中のイルジンS含量

子実体 野生（鳥取県大山町） 1.078
子実体 野生（鳥取県大山町） 0
子実体 NBRC8765 菌床栽培子実体 0.663実 実
菌糸体 NBRC8765 菌糸体（麦芽エキス，振とう培養） 0
菌糸体 NBRC8765 菌糸体（麦芽エキス，静置培養） 0
菌糸体 （ペプトン 振とう培養）菌糸体 NBRC8765 （ペプトン，振とう培養） 0
菌糸体 NBRC8765 （ペプトン，静置培養） 0

※研究の推進と薬の生産
⇒安定した質および量の材料確保が必要
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⇒安定した質および量の材料確保が必要
⇒人工栽培が必要である



マウスを使ったツキヨタケ実験結果

• Illudin Sの作用
–強い細胞毒性を有する
マウス平滑筋弛緩作用はない–マウス平滑筋弛緩作用はない

• 下痢の原因とは考えにくい

抗菌活性‒ 抗菌活性

•グラム陽性細菌（納豆菌）

グ 陰性細菌 菌•グラム陰性細菌（大腸菌）

‒ 真菌（単細胞真核生物である酵母）

•抗菌活性を示さない



ツキヨタケ

• Illudin Sの作用
–殺線虫活性物質殺線虫活性物質

• ネコブセンチュウ
–血管平滑筋弛緩物質–血管平滑筋弛緩物質

• ムスカリン様物質の発見
• 腹痛 下痢の原因？• 腹痛，下痢の原因？

これまでの報告と食い違う点が多い ＞新規性？これまでの報告と食い違う点が多いー＞新規性？



オオワライタケオオワライタケ



オオワライタケの毒

• オオワライタケの毒成分＝ジムノピリン
苦味成分でもある．マウスの中枢神経を興奮させる
活性がある この活性は m nの数によって異なる活性がある．この活性は，m, n の数によって異なる．
加水分解すると活性が無くなる

それだけか？それだけか？
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オオワライタケの人工栽培
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オオワライタケ

• ジムノピリン
– ラット脳神経細胞を活性化しない

• メタノール抽出物
– ラット脳神経細胞を活性化する
–グルタミン酸他異なる複数の活性化物質の存在を確グルタミン酸他異なる複数の活性化物質の存在を確
認

–心筋の機能不全に関係する物質を発見–心筋の機能不全に関係する物質を発見



毒きのこ抽出ライブラリ

◆抽出した毒きのこ（９種） ◆抽出方法（４種）

子実体乾燥物ツキヨタケ

◆抽出した毒きのこ（９種） ◆抽出方法（４種）

エーテル

子実体乾燥物ツキヨタケ
オオワライタケ
ニガクリタケ

ジクロロメタン

ガクリタケ
イボテングタケ
オオシロカラカサタケ

グ メタノールコテングタケモドキ
カキシメジ
シロタマゴテングタケ

水
・温度 室温

・時間 1時間

シロタマゴテングタケ
ドクツルタケ

残渣
時間 時間

・溶媒 300 ml



抽出物ライブラリを利用した活性試験

• 現在進行中の試験
–骨芽細胞の成長促進，抑制
各種がん細胞を用いた抗腫瘍活性–各種がん細胞を用いた抗腫瘍活性

–グルコシダーゼ阻害
病害虫 避物質–病害虫の忌避物質

–病害線虫防除剤



物質の精製と同定の流れ

抽 分離精製 構造解析抽出 分離精製 構造解析

写真貼る

各種クロマトグラフ LC‐MS LC‐MS/MS分析装置各種クロマトグラフィー LC‐MS, LC‐MS/MS分析装置

核磁気共鳴装置



共同研究者（農学部）共同研究者（農学部）

會見忠則 きのこの遺伝・育種

一柳 剛 抽出，精製，構造決定

北村直樹 動物（細胞）試験 生化学試験北村直樹 動物（細胞）試験，生化学試験

霜村典宏 きのこ栽培，育種霜村典宏 きの 栽培，育種



御清聴有難うございました御清聴有難うございました．


